
分類 № 種目名 写真 説明 用具種類 数量 保管場所

1 　囲碁ボール

スティックでボールを打
ち、碁盤になった人工芝
マットにボールを並べ
て、得点を競うもので
す。

マット、スティック、
ボール

6セット 公民館

2 　ケレントホールⅡ
ゴルフの要領で台上の得
点穴目標に球を打ち得点
を競います。

ー １セット ひろば

3 　シャッフル＆ゴルフ
32面体のボールをパター
で打ちシート上の得点に
入れて得点を競います。

ー １セット ひろば

4 　スカットビールⅡ

ボールをスティックで
打って特殊なカーブのつ
いた得点穴に入れるゲー
ムです。

ー １セット ひろば

5 　ポケットボール
スティックで球を打って
得点ポケットに入れ得点
を競います。

ー １セット ひろば

ラケット 36個

ボール 15ダース

ラケット 3本

ネット 5セット

ラケット 10本

シャトル 8ダース

ラケット 24本

シャトル 3ダース

10 　風船バレー ー ー １セット ひろば

11 　フラバールバレー

変形ボール（ふらば～
る）を打ち合う、バレー
ボール型のスポーツで
す。

ボール 10個 公民館

ラケット 9本

ネット・支柱 3セット

スティック 11本

ボール 10個

ゴール 2台

14  グラウンドゴルフ

子供から高齢者まで幅広
く楽しめるようにゴルフ
をアレンジしたスポーツ
です。

スティック、ボール、ポ
スト、打ち出しマット

2セット 公民館

スティック（金属） 18本

スティック（木製） 2本

ボール 10個入×5箱

ゲート 2個

バット 大小24本

ボール ６０個

ティー台（白） 5台

ティー台（青） 5台

ベース盤 ６セット

スコアボード ２個

レクリエーション用具一覧

打
つ
（
室
内
）

公民館

公民館

公民館

公民館

公民館

公民館

公民館

公民館

6 　卓球

7 　バウンドテニス

打
つ
（
屋
外
）

　バドミントン

17 　野球

9 　ファミリーバドミントン

8

15 　ゲートボール

12 　ミニテニス

　ユニホック13

16 　ティーボール

卓球台を挟んで向かい合
い、プラスチック製の
ボールをラケットで打ち
合って得点を競います。

コートは、通常のテニス
コートの６分の１の広さ
で、ラケットも小型で，
手のひらで打つ感じで楽
しめます。

シャトルをラケットを
使って打ち合い、得点を
競います。

手軽にバドミントンを楽
しめるように考案された
もので、シャトルにはス
ポンジが着いています。

テニスの小型版ラケット
とビーチボールの小型版
ボールを使った楽しいテ
ニスです。

プラスティック製のス
ティックとボールを使用
した、安全性を高めたミ
ニホッケーです。

１チームが５名で、自分の
ボールをスティックで打
ち、ゲートを順番に通過さ
せ、最後にゴールポールに
当てると上がりとなりま
す。
野球と似ていますが、ボー
ルは本塁プレートの後方に
置いたバッティングィーに
載せ、その止まったボール
を打者が打ちます。

公民館
※バットやグローブはあ
りません



分類 № 種目名 写真 説明 用具種類 数量 保管場所

エアプレート 24枚（6枚入×4箱）

固定タイプ 1セット

伸縮タイプ 2セット

クロリティ本体1式 1セット

クロリティの輪 30個

ディスク 98枚

コーン 18個

4枚抜き １セット

9枚抜き １セット

22 　ストライクトレーナー

数字の書かれた的に向
かってボールを投げ、何
枚の的を抜けるかを競い
ます。

９枚抜き １セット ひろば

23 　ドッヂビー

フリスビーとドッジボー
ルを合体させたもので、
ディスクは薄めの軽い素
材でできています。

ディスク 5枚 公民館

24 　ニチレクボール

木製のビュット（目標
球）に樹脂製のボールを
投げて、相手よりビュッ
トに何個近づけるかを競
います。（屋内）

ニチレクボール 6セット

公民館
（４）
ひろば
（２）

フライングロケット
（大）

4個

フライングロケット
（小）

2個

26 　フリスビー ― フリスビー 17枚 公民館

鉄球 8個入×2セット

ビュット（小さい木製
球）

1個（片方に有）

スティック
５セット（２本入

り）

羽（ぺロック） ２個

29 　マグダーツ

マグネット（磁石）式の
安全ダーツで、的は壁掛
け式で、丸めて持ち運び
ができます。

マグダーツ 2セット 公民館

30 　的当て（手作り） ― 的、ボール １セット ひろば

31 　輪投げ ― ボード、リング １セット 公民館

32 　輪投げ（丸型） ― ボード、リング １セット ひろば

27 　ペタンク

投
げ
る

羽根付き三脚のペロック
を流線形のスリングキッ
ドで飛ばしたり受け止め
たりするスポーツです。

　ペッロック

エアプレートをオーバル
キャッチ（網）に投げ入
れて入った数を競いま
す。

21 　ストラックアウト

20

  オーバルキャッチ

数字の書かれた的に向
かってボールを投げ、何
枚の的を抜けるかを競い
ます。

リング（ディスク）を目
標のコーンに向って投げ
入れます。

公民館18

アメリカの”ホース
シュー”と日本の”輪投
げ”をミックスして作ら
れた輪投げ競技です。

公民館

公民館

公民館

　スカイクロス

19 　クロリティ

公民館

木製のビュット（目標
球）に樹脂製のボールを
投げて、相手よりビュッ
トに何個近づけるかを競
います。（屋外）

25 　フライングロケット

28

公民館

公民館

―
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ジェットローラー 6個（1セット）

ポイントゾーン 6枚

34 　ボーリング
ピンに向かってボールを
投げ、いくつピンが倒れ
たかを競います。

ピン、ボール 2セット ひろば

35 　レールゲーム
ボールを転がして、ボー
ルの止まった所のトラン
プの点数を競います。

レール、ボール １セット ひろば

36 　十二支ビンゴ

十二支の絵柄が描かれた
サイコロと駒を使って、
4～5人で遊ぶ大型ビンゴ
ゲームです。

ー １セット ひろば

37
　スキヤキ
　ジャンケンゲーム

カードに書かれたスキヤ
キの具材をじゃんけんを
して集めます。

ー １セット ひろば

38 　ドブル
カード同士を見比べて同
じ絵柄を見つけるカード
ゲームです。

ー ３セット ひろば

39 　トランプ大
大きなトランプで数字も
よく見えます。

ー ４セット ひろば

40 　ビンゴ ―
※ビンゴカードはありま
せん。

１セット ひろば

41 　アジャストウエイト
百歳体操等で使用する手
首や足首につける重りで
す。

ー 15セット ひろば

42 　体操ポール ― ポール 48本 公民館

43 　フラフープ ― フラフープ 4個 公民館

44 　つぼ押しくん ― ー 98個 ひろば

タンバリン ５個

マラカス １２個

ベルハーモニー 4セット

メロディーベル 2セット

47 　歌集 ー ー ５０冊 ひろば

　カローリング33

机
の
上
で
も
楽
し
め
る

体
操
等

楽
器
等

　楽器45 ―

46

公民館

転
が
す

氷上で行うカーリングを
フロアーで手軽におこな
うことができます。

ひろば

　ハンドベル ― ひろば
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48 　大なわとび ー 大なわとび 11本 公民館

赤、白 各５０個

大、小
大６個
小１５個

50 　ラップの芯 ― ー ５０本 ひろば

51 　ラダー ― ー ２セット ひろば

そ
の
他

49 　お手玉 ひろばー


